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Engage Rotary Change Lives 2013-2014 年度 R.I.会長

ロータリーを実践しみんな豊かな人生を      ロン D.バートン   

例会場 ANA クラウンプラザホテル

      グランコート名古屋

創 立 2013 年 6 月 5 日

会長 八神 基 幹事 荒山 久美

第 19 回例会 2013 年 11 月 6 日 水曜日 晴れのち曇り

斉唱  国歌 君が代

「奉仕の理想」

出席者報告

例会 第 19 回（11/6） 第 18 回（10/30） 第 17 回（10/23）

会員数 34 名 34 名 34 名

出席 27 名 28 名 21 名

欠席 7 名 5 名 11 名

Make Up - 1 名 2 名

出席率 79.41% 85.29% 67.65%

ゲスト紹介

国際ロータリー2760 地区ロータリー財団委員会

補助金委員会 副委員長  

中村公彦様（名古屋名東 RC）

IM 実行事務局長  寺西正様（名古屋錦 RC）

IM 実行副事務局長 石井弘子様（名古屋錦 RC）

         近藤歌子様（名古屋錦 RC）

        伊藤佳子様（名古屋錦 RC）

名古屋北 RC 浦野三男特別代表

名古屋北 RC 水野吉紹名誉会員

ニコボックス報告

中村公彦様

卓話をします。宜しくお願いします。

寺西正様

石井弘子様

近藤歌子様

伊藤佳子様

本日、IM の PR に寄せていただきました。

浦野特別代表

チャーターナイト、素晴らしかったです。

水野吉紹名誉会員

中村様、財団のお話有難うございます。

八神会長 安井副会長

中村様、本日はお越しいただきありがとうござ

います。

会長挨拶

ロータリーソングを歌えない会員は CD を聞い

て覚えましょう。岩崎さんは練習の機会を作りま

せんか？

地区ロータリー財団から中村公彦さまが卓話に

お越しくださいました。ロータリー財団への個人

での寄付を始めましょう。またロータリーカード

の申し込みへもアイリス RC 挙げてお応えしまし

ょう。

東名古屋分区の IM 参加への PR で、錦 RC から

寺西さん始め 4 名でお越しになられました。アイ

リス RC は全員登録します。来年 2 月 26 日です。

今月、11 月 23・24 日には地区大会があります。

第 2 日目は全員で出席しましょう。

親睦委員長から同好会・部会のメンバー表が配

布されます、各グループとも早くキックオフしま

しょう。

12 月 16 日はクリスマス家族例会です。ご家族

の出席のご予定をお入れ下さい。

IM の PR
地区の IM ご担当である石井様より 2014 年 2



月 26 日（水）にウェスティンナゴヤキャッスル「天

主の間」にて開催されます IM（Intercity Meeting）
のご案内をいただきました。

配布資料を参考にしてください。会長からの挨

拶にもありましたように、全員登録ですので、出

来るだけの参加をお願いします。

幹事報告

11 月 23、24 日は地区大会です。2 日目は出来

るだけ出席をお願いします。幹事、副幹事が先に

行っておりますが、大会での席取りにご協力いた

だける方、幹事まで申し出て下さい（2 名ほど必

要）。2 日目のプラグラムは 12：00～17：30 まで

の予定です。

12 月 16 日（月）に開催予定の年末家族例会の

準備を進めています。後日ご案内を配布しますの

で、月末までに人数の確定をしたいと思います。

当クラブのバナーの作成に取り掛かります。

親睦委員長からのお願い

11 月 18 日（月）に第 3 回アイリスの集いを実

施しますので、出来るだけ早めの出欠通知を櫻井

までお願いします。

当クラブ内の同好会（趣味の会）に参加をして

下さい。順次立ち上げていきますのでご協力下さ

り、クラブ内での結束をますます強くしていきた

いと思います。

本日の卓話

国際ロータリー2760 地区ロータリー財団委員会

補助金委員会 副委員長  

中村公彦様（名古屋名東 RC）

本日は八神会長、荒山幹事をはじめクラブメン

バーの皆様の貴重なお時間を頂戴しましてロータ

リー財団月間の卓話をさせて頂きます。

ロータリー財団はなかなか難しいとよくお聞き

しますが出来るだけわかりやすくお話をさせて頂

きます。

はじめではございますが皆様クラブにはぜひお

願いしたいことがございます。

それはロータリーカードの加入をしていただきま

して、出来ることからのロータリー財団への理解

を深めていただければと思っております。

当地区内でもロータリーカード加入率が全国的

にも低く、是非貴クラブでの多くの皆様にご協力

願えれば幸いです。

中村様には、スクリーン及びプロジェクターを

使ってロータリー財団の仕組みや各会員に今後の

ご要望についてご説明いただきました。以下はそ

の内容の要約ですので、是非会員の皆様もカード

に加入いただき、自動的に寄付行為が出来るこの

システムを利用し、奉仕活動の一端を担っていた

だきたいと思います。

１．ロータリー財団は 2017 年に財団 100 周年を

迎えること。

２．地区補助金に関してはお問い合わせがあっ

たように、

  複数クラブでの申請も可能であること。但

し計画、予算、実績、報告は、地区とのＭ

ＯＵを結んでいる関係上、主導クラブに協

調して参加されてはどうか？

３．寄付行為は大口のみでなくいろいろな方法

がある。ロータリーカードもその一つ。

４．多くの皆様に財団への 11月月間に理解を深

めてほしい。

これからの例会予定

【第 20 回例会】

11 月 13 日 水曜日 13：00～14：00

ANA クラウンプラザホテルグランコート名古屋

卓話の担当は 後藤さん、鬼頭さん

【第 21 回例会】

11 月 20 日 水曜日 13：00～14：00

ANA クラウンプラザホテルグランコート名古屋

卓話の担当は 綿貫さん


